
【様式第1号】

会計：全体会計 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 39,167,298,408   固定負債 15,749,994,711

    有形固定資産 35,672,882,320     地方債等 12,762,380,493

      事業用資産 17,756,750,556     長期未払金 -

        土地 4,374,087,029     退職手当引当金 1,438,395,722

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 186,169,394     その他 1,549,218,496

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,811,588,705

        建物 32,089,714,901     １年内償還予定地方債等 1,624,814,226

        建物減価償却累計額 -19,501,108,563     未払金 5,903,323

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 991,374,744     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -464,944,329     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 115,694,102

        船舶 -     預り金 65,177,054

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 17,561,583,416

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 41,841,486,408

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -16,610,302,748

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 9,352,800

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 72,104,580

      インフラ資産 17,037,240,703

        土地 3,161,036,631

        土地減損損失累計額 -

        建物 945,505,043

        建物減価償却累計額 -561,283,450

        建物減損損失累計額 -

        工作物 53,381,009,274

        工作物減価償却累計額 -39,951,637,319

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 62,610,524

      物品 2,712,131,191

      物品減価償却累計額 -1,833,240,130

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 4,771,994

      ソフトウェア 4,202,280

      その他 569,714

    投資その他の資産 3,489,644,094

      投資及び出資金 222,678,971

        有価証券 87,152,181

        出資金 135,526,790

        その他 -

      長期延滞債権 145,411,647

      長期貸付金 131,740,944

      基金 3,022,110,129

        減債基金 -

        その他 3,022,110,129

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,410,387

  流動資産 3,625,468,668

    現金預金 866,710,034

    未収金 86,862,735

    短期貸付金 -

    基金 2,674,188,000

      財政調整基金 2,073,411,000

      減債基金 600,777,000

    棚卸資産 921,040

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,213,141

  繰延資産 - 純資産合計 25,231,183,660

資産合計 42,792,767,076 負債及び純資産合計 42,792,767,076

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 7,653,455

    その他 14,679,617

純行政コスト 12,195,086,087

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 77,972

  臨時利益 22,333,072

  臨時損失 28,488,820

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 5,523,638

    使用料及び手数料 528,777,986

    その他 188,226,015

純経常行政コスト 12,188,930,339

      社会保障給付 990,472,914

      その他 7,758,059

  経常収益 717,004,001

        その他 48,235,266

    移転費用 6,225,788,037

      補助金等 5,227,557,064

      その他の業務費用 203,788,756

        支払利息 155,460,362

        徴収不能引当金繰入額 93,128

        維持補修費 540,662,289

        減価償却費 1,622,498,236

        その他 15,533,136

        その他 95,051,736

      物件費等 4,629,896,638

        物件費 2,451,202,977

        職員給与費 1,705,904,068

        賞与等引当金繰入額 5,217,142

        退職手当引当金繰入額 40,287,963

  経常費用 12,905,934,340

    業務費用 6,680,146,303

      人件費 1,846,460,909

連結行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

会計：全体会計 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 34,942,505,397 51,435,544,318 -16,493,038,921 -

  純行政コスト（△） -12,195,086,087 -12,195,086,087 -

  財源 11,981,606,578 11,981,606,578 -

    税収等 9,682,223,959 9,682,223,959 -

    国県等補助金 2,299,382,619 2,299,382,619 -

  本年度差額 -213,479,509 -213,479,509 -

  固定資産等の変動（内部変動） -902,726,734 902,726,734

    有形固定資産等の増加 1,313,510,174 -1,313,510,174

    有形固定資産等の減少 -2,117,315,908 2,117,315,908

    貸付金・基金等の増加 231,079,000 -231,079,000

    貸付金・基金等の減少 -330,000,000 330,000,000

  資産評価差額 -221,937 -221,937

  無償所管換等 -8,675,650,287 -8,675,650,287

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 -821,970,004 -15,458,952 -806,511,052

  本年度純資産変動額 -9,711,321,737 -9,594,057,910 -117,263,827 -

本年度末純資産残高 25,231,183,660 41,841,486,408 -16,610,302,748 -

連結純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



【様式第4号】

会計：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 70,497,861

本年度歳計外現金増減額 -5,420,807

本年度末歳計外現金残高 65,077,054

本年度末現金預金残高 866,710,034

財務活動収支 -999,348,659

本年度資金収支額 -3,636,164,211

前年度末資金残高 4,437,797,191

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 801,632,980

    地方債等償還支出 2,154,822,672

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,155,474,013

    地方債等発行収入 1,155,474,013

    その他の収入 -

    資産売却収入 8,627,355

    その他の収入 4,290,840

投資活動収支 -417,387,665

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,154,822,672

    その他の支出 -

  投資活動収入 586,830,854

    国県等補助金収入 69,198,000

    基金取崩収入 347,809,000

    貸付金元金回収収入 156,905,659

  投資活動支出 1,004,218,519

    公共施設等整備費支出 703,579,931

    基金積立金支出 148,808,588

    投資及び出資金支出 7,750,000

    貸付金支出 144,080,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 77,972

  臨時収入 29,586,000

業務活動収支 -2,219,427,887

【投資活動収支】

    税収等収入 9,595,151,169

    国県等補助金収入 2,208,986,421

    使用料及び手数料収入 550,687,683

    その他の収入 188,235,818

  臨時支出 77,972

    移転費用支出 6,215,278,082

      補助金等支出 5,227,557,064

      社会保障給付支出 990,472,914

      その他の支出 -2,751,896

  業務収入 12,543,061,091

    業務費用支出 8,576,718,924

      人件費支出 1,802,289,650

      物件費等支出 6,601,284,359

      支払利息支出 155,460,362

      その他の支出 17,684,553

連結資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 14,791,997,006


